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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

トータルビューティーバランス ホソヤ 葛飾区 お花茶屋１－２３－１１　１Ｆ サービス

葛飾秋田屋 葛飾区 お花茶屋１－２３－２ ショッピング

すし海席漁美 葛飾区 亀有２－５９－６　１Ｆ 飲食店

鮨なかや 葛飾区 亀有２－６１－４　グランシャリオ　１Ｆ 飲食店

ステ-キハウス アパッチ 葛飾区 亀有２丁目６８－５－１０４ 飲食店

TRUTH亀有店 葛飾区 亀有３－１８－４ サービス

Osteria Pecora 葛飾区 亀有３－１８－６ 飲食店

AUBE HAIR raili 亀有 葛飾区 亀有３－２７－４　フィルパーク亀有駅前　３
Ｆ サービス

SANJOSE 葛飾区 亀有３－２９－１　リリオ弐番館　１０６－２ サービス

中華工房　和 葛飾区 亀有３－２９－１ー１０２ 飲食店

やなか珈琲亀有店 葛飾区 亀有３－３２－６ ショッピング

roguehair亀有店 葛飾区 亀有３－５－６－１０１ サービス

masagoAVEDA 葛飾区 亀有３－７－１１　マリコ運送本社ビル２Ｆ サービス

東海苑 葛飾区 亀有３－７－１４ 飲食店

こちら葛飾区亀有焼肉屋前MIXbar 葛飾区 亀有３－７－１４－２０１　東海苑本店ビル 飲食店

焼肉 珍味苑 葛飾区 亀有３－９－７　東久ハイツ　１０１ 飲食店

活魚　九十九 葛飾区 亀有３丁目１６－１５　 飲食店

美容室トップス 葛飾区 亀有３丁目１８－３　ハイツＯＭ２０１ サービス

和牛焼肉 樹じゅ 葛飾区 亀有４－２７－１３ 飲食店

Relacion 葛飾区 亀有５－２０－１１　ＹＳビルド　２０２ サービス

comodo 葛飾区 亀有５－２０－８ サービス

ボカピンチョス 葛飾区 亀有５－２８－８　１Ｆ 飲食店

とりいちず酒場亀有北口店 葛飾区 亀有５－３３－１３ 飲食店

焼肉カスミ 葛飾区 亀有５－３４－１５　安岡ビル２Ｆ 飲食店

焼肉居酒屋にこにく 葛飾区 亀有５－３７－３　会沢ビル１Ｆ 飲食店

焼肉山河亀有店 葛飾区 亀有５－４４－１１　スズセンビル　１Ｆ 飲食店

安楽亭亀有店 葛飾区 亀有５ー４３－８ 飲食店

牛将 葛飾区 堀切３－９－６ 飲食店

焼肉 大門 葛飾区 堀切７－８－１４ 飲食店

くに　新小岩店 葛飾区 奥戸４－１３－１ 飲食店

奥戸 道具屋 葛飾区 奥戸７－１０－１３ ショッピング

有限会社奥戸園 葛飾区 奥戸８－１８－５ ショッピング

MaxFritz本店 葛飾区 宝町１－１－２１　伊藤ビル　１Ｆ ショッピング

虎髭　本店 葛飾区 小菅４－１２－４ 飲食店
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焼肉山陽 葛飾区 新小岩１－２６－１９　マンション新小岩１０
１ 飲食店

周黒鴨大夫人新小岩店 葛飾区 新小岩１－２９－８　２Ｆ 飲食店

キン燃 葛飾区 新小岩１－３０－１０　３Ｆ 飲食店

ジンギスカンいしい 葛飾区 新小岩１－３２－３ 飲食店

名登利鮨 葛飾区 新小岩1-32-8 2F 飲食店

第一書林 新小岩南口店1F 葛飾区 新小岩１－３８－８ ショッピング

アストリア 新小岩店 葛飾区 新小岩１－４２－７ ショッピング

友諠商店 新小岩店 葛飾区 新小岩１－４２－８　第四十九東京ビル　２Ｆ ショッピング

オリムピア 葛飾区 新小岩１－４３－６　６Ｆ ショッピング

自遊空間新小岩駅前店サインレス 葛飾区 新小岩１－４４－２　クッターナ新小岩ビル　
６Ｆ 飲食店

M’s Beauty 新小岩店 葛飾区 新小岩１－４６－１ サービス

cure 新小岩店 葛飾区 新小岩１－４６－１　ケンコクドビル　４Ｆ サービス

ブラッキー 新小岩店 葛飾区 新小岩１－４６－３　東栄ビル６Ｆ サービス

STILLAan 葛飾区 新小岩１－４８－３　関ビル　２Ｆ サービス

日本海 新小岩駅前店 1F 葛飾区 新小岩１－４９－１０ 飲食店

美容室 okuchi ルミエール店 葛飾区 新小岩１－５１－３ サービス

キラット新小岩駅前店 葛飾区 新小岩１－５１－３ ショッピング

AUBEhairaletta新小岩店 葛飾区 新小岩１－５１－８　ヴィラセントラル　２０
１ サービス

リサイクルティファナ新小岩店 葛飾区 新小岩１－５３－１ ショッピング

小藤屋 新小岩店 葛飾区 新小岩１－５４－３ 飲食店

A’S HAIR 葛飾区 新小岩１－５５－２　ＬＩＦＥ　１０１ サービス

牛繁新小岩店 葛飾区 新小岩１－５６－３　田中ビル 飲食店

cleave 葛飾区 新小岩２－１０－４　欅ビル　１Ｆ サービス

GrapeVine 葛飾区 新小岩２－２－２５　高田ビル　１Ｆ サービス

鉄板 KEIJI 葛飾区 新小岩２－６－１　コスモプラザ　２Ｆ 飲食店

cadre 新小岩店 葛飾区 新小岩２－６－１１ サービス

うなぎ魚政 葛飾区 東四つ木４－１４－４　フォーリーフクロー
バー 飲食店

グリーンマート東四つ木店 葛飾区 東四つ木４－３２－１５ ショッピング

GOLD　SPA． 葛飾区 東四つ木４丁目２－１５　シイナシティ１Ｆ サービス

inc 葛飾区 東新小岩１－１－１０　２Ｆ サービス

須藤花店 葛飾区 東新小岩１－１－１１ ショッピング

FereBright 新小岩店 葛飾区 東新小岩１－１－７－１０２ サービス

七輪房　新小岩店 葛飾区 東新小岩４－２０－１ 飲食店

玉寿司 葛飾区 東新小岩５－１７－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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哈爾濱飯店 葛飾区 東水元３－１－５ 飲食店

とんでん 東立石店 葛飾区 東立石１－１－１ 飲食店

アールズネイル 葛飾区 東金町１－１８－９　ヒカルヒルズ１Ｆ サービス

焼肉にくまる 葛飾区 東金町１－２１－１０ 飲食店

金町肉流通センタ－ 葛飾区 東金町１－２２－１０　橋本ビル　１Ｆ 飲食店

酒 ヤマニ 葛飾区 東金町１－２４－１ ショッピング

金町苑 葛飾区 東金町１－３９－１　グリーンハイツ　１０７ 飲食店

Lupirie 葛飾区 東金町１－４４－１３　越後屋ビル　１Ｆ サービス

平禄寿司　葛飾金町店 葛飾区 東金町１－４５－５ 飲食店

業務スーパー 金町店 葛飾区 東金町５－２５－１１ ショッピング

葛飾元気野菜直売所 葛飾区 柴又４－２８－２ ショッピング

HAIR＆MAKESoLution 葛飾区 柴又４－３６－１０　レジデンスＳＡＴＯ　１
Ｆ サービス

イタミリオ 葛飾区 柴又４－８－１２　葛飾柴又駅前中村ビル　１
０２ ショッピング

柴又もんじゃと陸 葛飾区 柴又４－９－１４ 飲食店

川甚　新館 葛飾区 柴又７－１９－１４ 飲食店

川千家 葛飾区 柴又７－６－１６ 飲食店

WAVE 葛飾区 柴又７－６－６　中村ビル　１Ｆ ショッピング

亀家本舗〔レストラン〕 葛飾区 柴又７－７－９　２Ｆ 飲食店

川千家 葛飾区 柴又７丁目６－１６ 飲食店

ル・クレ－ル 葛飾区 水元３－２２－２２ ショッピング

菓子工房キャラント株式会社 葛飾区 水元５－１４－３ 飲食店

寿し栄 葛飾区 立石２丁目３５－６　 飲食店

びすとろハヒフヤ 葛飾区 立石４－２８－１９ 飲食店

green east cafe 葛飾区 立石５－１－９　平成立石病院内　１Ｆ ショッピング

すし銚子丸立石店 葛飾区 立石５－１６－１７ 飲食店

グレース 葛飾区 立石７－４－１ ショッピング

ノンナ立石店 葛飾区 立石７－４－１　１Ｆ 飲食店

美濃屋脇坂商店 葛飾区 立石８－１－１４ ショッピング

中華料理孫悟空 葛飾区 細田１－１５－６ 飲食店

三角屋 葛飾区 細田４－１－７ ショッピング

ベニースーパー西亀有店 葛飾区 西亀有１－１６－７ ショッピング

第一書林 新小岩北口店 葛飾区 西新小岩１－２－１１　喜久屋ビル　１Ｆ ショッピング

肉のジャイアン 葛飾区 西新小岩１－２－５　ユニオン新小岩ビル 飲食店

牛繁新小岩北口店 葛飾区 西新小岩１－９－１　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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銀だこハイボール 新小岩北口店 葛飾区 西新小岩１－９－２　新小岩北口東食ビル　
１・２Ｆ 飲食店

下町パスタバルブリラーレ新小岩北口店 葛飾区 西新小岩１－９－７　１Ｆ 飲食店

NailSalon BAROQUE 葛飾区 西新小岩１－９－７　ブレイス福島２Ｆ サービス

Yショップ イムス東京葛飾総合病院店 葛飾区 西新小岩４－１８－１ ショッピング

gleen cleave 葛飾区 西新小岩４－３８－９　テディーズコート　１
Ｆ サービス

グリーンマート新小岩西店 葛飾区 西新小岩４－８－２９ ショッピング

焼肉酒家 ふくろう 葛飾区 西水元２－２１－１４ 飲食店

株式会社藤森畜産 葛飾区 西水元５－１７－１３ ショッピング

焼肉ElaEla 葛飾区 金町６－１－３ 飲食店

veLeta 葛飾区 金町６－４－５　小山ビル　１Ｆ サービス

GLAM．trad 葛飾区 金町６－７－２３ サービス

白川金町店 葛飾区 金町６－８－５　コスモ金町駅前ビル１Ｆ 飲食店

二葉會館 葛飾区 金町６ー２－１　ヴィナシス金町　２０３ 飲食店

ツインズひまわり 小岩店 葛飾区 鎌倉１－２０－１４ ショッピング

天ぷら割烹うさぎ 葛飾区 青戸３－１２－１ 飲食店

珈琲館 青砥店 葛飾区 青戸３－３２－１７　森八青戸第二ビル 飲食店

有限会社ハナヒデ 花園 葛飾区 青戸３－３４－３ ショッピング

ノンナ青戸店 葛飾区 青戸３－４１－１２ 飲食店

東京ガスライフバル 葛飾 葛飾区 青戸４－２－８ ショッピング

ヘアーサロンアキヤマ 葛飾区 青戸６丁目２７－７ サービス

全日食大黒屋 葛飾区 青戸７－８－１７ ショッピング

竹島書店 高砂店 葛飾区 高砂２－３８－６ ショッピング

トラットリア た喜ち 高砂店 葛飾区 高砂５－４６－３　スカイコ－ト高砂３－１０
１ 飲食店

丸玉屋 葛飾区 高砂８－６－１２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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